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はじめに

○ 新型コロナウイルス感染症の影響に

より、従業員の雇用の維持に不安を抱

える企業が生じる一方で、人手不足で

人材を受け入れようという企業が存在

します。

○ このような中、県内の雇用の安定を

図るには、人材が過剰な企業から、人

材が不足する企業への円滑な労働移動

を図り、離職することなく人材が活躍

することのできる取組を進めていくこ

とが必要です。

○ こうしたことから、佐賀県、産業雇

用安定センター佐賀事務所及び佐賀労

働局において「失業なき労働移動のた

めの連携協定」を締結し、在籍出向や

転籍等の取組について認知を高め、丁

寧な求人の掘り起こしとマッチングの

支援に取り組むこととしています。

○ このガイドブックを手にとって、

少しでも出向に興味が湧いた方は是非、

関係機関までご連絡ください。

佐賀県産業労働部長 寺島 克敏
(公財)産業雇用安定センター佐賀事務所長 増永 幸俊
佐賀労働局職業安定部長 三宅 秀朋
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出向とはなにか①１
皆様は「出向」というとどのようなイメージをお持

ちでしょうか。大企業の親会社から系列会社に異動す
るようなそんなイメージをお持ちではないでしょうか。

実は、親会社から系列会社への異動だけではなく、
実態的に関係性がない企業や、異業種の企業間であっ
ても出向契約を結ぶことで出向することが可能です。
もちろん企業規模も関係ありません。

出向には大きく分類すると、在籍出向と移籍出向の
２種類があります。

在籍出向とは、出向元との労働契約関係を維持した
まま、出向先との間においても新たな雇用契約を締結
し、一定期間継続的に勤務する形態です。

移籍出向とは、出向元との労働契約関係を解消し、
新たに出向先との間で雇用契約を締結させ、一定期間
継続的に勤務する形態です。

いずれの場合も出向中の労働条件や出向期間等は、
出向元と出向先との間の契約（出向契約）によって定
められますが、雇用機会の確保等の目的と考えられる
範囲を超えて、長期間の出向等を行わないよう、留意
が必要です。

労働者

出向元 出向先

○ 在籍出向

出向契約

労働契約労働契約
維持

労働者

出向元 出向先

○ 移籍出向

出向契約

在籍出向：出向元と労働者間の関係は「労働契約」が維持される
移籍出向：出向元と労働者間の関係は「労働契約」が解消される

労働契約
解消

労働契約
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出向とはなにか②１
１．在籍出向と労働者派遣の違い

労働者派遣は、派遣先と派遣労働者との間に雇用関
係は存在しないことから、在籍出向の場合は労働者派
遣には該当しません。
※ 労働者派遣に当たるか、在籍出向に当たるかは、名称ではなく、そ

の実態により判断される点に留意が必要です。

労働者

出向元 出向先

○ 在籍出向

出向契約

労働契約労働契約

労働者

派遣元 派遣先

○ 労働者派遣

労働者派遣
契約

指揮命令
関係

労働契約

在籍出向 ：出向先と労働者間の関係は「労働契約」
労働者派遣：派遣先と労働者間の関係は「指揮命令関係」

※ 労働者派遣

自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、 他人の指揮命令

を受けて、その他人のために労働に従事させること。

２．在籍出向と労働者供給事業の関係

労働者供給事業とは、自己が管理・統制する労働者を、
他人の指揮・命令の下で就労させることを事業として行う

ことです。厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等以外の
者が事業として労働者供給を行うことは職業安定法第44条
で禁止されています。

在籍出向は「労働者供給」に該当しますが、
① 労働者を離職させるのではなく、関係会社において

雇用機会を確保する
② 経営指導、技術指導の実施
③ 職業能力開発の一環として行う
④ 企業グループ内の人事交流の一環として行う等の

目的を有しているものについては、基本的には
「事業」として行われていないと判断されます。
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出向の狙いとメリット
一時的に人員に余剰感がある場合に、他社での経

験を積んでもらうとともに人件費の抑制にも資する
方法として考える例や、受注が減少して休業しなけ
ればならないような場合に、従業員の賃金水準を維
持するために活用する例などがあります。

送出し企業の狙い

● 操業度が下がったことによる、一時的な雇用調整
● 定年後も見据えたライフステージづくり
● 他企業での就業経験による従業員の能力、技能向上
● 幹部候補社員の育成
● 従業員のキャリアアップ
● 新型コロナウイルスの発生による余剰人員が発生

送出し企業のメリット

労働者のメリット

● 出向元は従業員を解雇せずに雇用が維持され、人件費等の労務費
を抑制することが出来ます

● 出向先で新しい技術、企業風土を吸収し、出向元で活かすことが
出来ます

受入れ企業の狙い

● 事業拡大による労働力の確保
● 即戦力となるキャリアを保有する人材の確保
● 新規事業の企画、開発要員の確保
● 新規分野開拓のための経験者の受入れ
● 技術指導、援助を受けることによる職場のレベルアップ

受入れ企業のメリット

● 出向先は人材が確保され、求人に係る費用が軽減出来ます

● 企業間の連携や人材交流による企業力の強化が図れます。

● 新たな人脈を得ることができます。

● 他社でのノウハウを学び、仕事に対する視野が広が
ります。

※ 出向契約（出向期間、賃金負担割合等）は、本人同意の上、出向元、出向先の
協議により決定されます

※ 雇用調整助成金の出向制度を活用できる場合があります。

出
向
契
約

３
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３ 出向を行う場合の留意点①

１．出向の対象となる者の同意について

① 在籍出向の場合

原則として、労働者の個別同意を得るか、又は就業規
則に明記することによる包括的同意が必要とされていま
す。しかし、単に「従業員に出向を命ずることがある」
と規定するだけではなく、出向の理由・出向先の範囲・
出向期間・出向中の労働条件等について明示することが
必要です。

② 移籍出向の場合

移籍出向の場合、いったん退職することとなるため、
就業規則に規定する、いわゆる包括的同意だけでなく、
労働者との個別の同意が必要となります。

出向は、出向の理由や出向後の労働条件について就
業規則に明記する必要がありますが、在籍型か移籍型
の違いにより、労働者の個別の同意が必要な場合があ
るほか、就業規則の適用が異なったり、賃金の支払い
方法などで保険の適用関係が異なる場合がありますの
で注意が必要です。
また、出向の命令がその必要性、対象労働者の選定

に係る事情等に照らして、その権利を濫用したものと
認められる場合は、その命令は無効（※P５の参考を
参照）となりますので、労使間でよく話し合い、労使
間で労働協約（出向協定）を結ぶなどの措置をとるこ
とが望まれます。

４



３ 出向を行う場合の留意点②

２．就業規則の適用について

① 在籍出向の場合

出向者に適用される就業規則については、あらかじめ、
出向先と出向元との契約により決定されます。

一般的に、
○ 身分にかかわる事項（定年、退職、解雇、懲戒、退
職金など）は出向元の就業規則が適用され、

○ 勤務に関わる事項（始業・終業時刻、労働時間、休
日、休暇、安全衛生、災害補償など）は出向先の就業
規則が適用されることが多く、

○ 年次有給休暇は、継続勤務とみなされ、出向元で通
算した勤務年数に応じた年次有給休暇を付与する必要
があります。

② 移籍出向の場合

移籍出向の場合、いったん退職することとなるため、
全て移籍先の就業規則が適用されます。年次有給休暇も、
継続勤務とはみなされず、移籍前の会社で勤務期間を通
算した勤務年数に応じた年次有給休暇を付与する必要ま
ではありません。

※ 参考：労働契約法（平成19年法律第128号）
（出向）
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合
において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の
選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用
したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

※ 参考：出向命令が無効とされた裁判例
一貫してデスクワークの仕事してきた労働者について、希

望退職募集への応募の勧奨を断った段階で、子会社に出向さ
せて単純作業に従事させた場合は、当該出向は、退職勧奨を
断った労働者が自主退職することを期待して行われたもので
あり、業務上の必要性がなく、また、人選の合理性も認める
こともできず、権利の濫用に当たり無効となる場合があると
する裁判例があります。
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出向を行う場合の留意点③

２．就業規則の適用について（適用例）



３ 出向を行う場合の留意点④

３．保険関係の取扱い
各種保険関係の取り扱いは、在籍出向の場合は、

賃金の支払い方法により、保険料の負担や適用関係
が異なる場合があります。
移籍出向の場合は、出向元での労働契約を終了し

て、新たに出向先で労働契約を結びますので、すべ
て出向先での適用となります。

在籍出向における、賃金の支払いと保険の適用に
ついては以下のパターンが考えられます。
なお、賃金の支払いとは、賃金を直接支払ってい

るのかを意味しており、出向先、出向元のいずれが
負担したのかではありません。例えば、出向元が賃
金を負担する場合でも、出向先を通じて賃金を支
払った場合、賃金を直接の支払ったのは出向先とな
ります。

① 出向先が支払う場合

【労災保険】
実際に働いている出向先で適用されます。保険料

も出向先が支払った賃金額を基準として、出向先が
保険料を納付します。

【雇用保険】
直接賃金を支払っている出向先で適用されます。

保険料も出向先が支払った賃金額を基準として、出
向先が保険料を納付します。

【健康保険・厚生年金保険】
直接賃金を支払っている出向先で適用されます。

健康保険と厚生年金も出向先で加入しますので、保
険料も出向先が納付します。

７



出向を行う場合の留意点⑤３
３．保険関係の取扱い（続き）

② 出向元が支払う場合

【労災保険】
実際に働いている出向先で適用されます。保険料

は、賃金を出向元が負担しているとしても、出向先
が支払っているものと見なして、出向先が保険料を
納付します。

【雇用保険】
直接賃金を支払っている出向元で適用されます。

保険料も出向元が支払った賃金額を基準として、出
向元が保険料を納付します。

【健康保険・厚生年金保険】
直接賃金を支払っている出向元で適用されます。

健康保険と厚生年金も出向元で加入しますので、保
険料も出向元が保険料を納付します。

８



出向を行う場合の留意点⑥３
３．保険関係の取扱い（続き）

③ 出向先、出向元がそれぞれ賃金を支払う場合

【労災保険】
実際に働いている出向先で適用されます。保険料

は出向先と出向元が支払った賃金額を合算した額基
準として、出向先が納付します。

【雇用保険】
主たる賃金（高い方の賃金）を支払っている事業

主で適用されます。保険料も主たる賃金額を基準と
して、主たる賃金を支払った事業主が納付します。
例えば、出向先が高い賃金を支払う場合は、出向

元で資格喪失の手続きを行って、出向先で資格取得
する必要があります。
なお、出向者が離職した際の雇用保険の給付の算

定の基礎となる賃金額は、出向先、出向元のいずれ
か一方が支払った賃金額のみとなりますので、賃金
の支払いをいずれかの事業主に集約することが望ま
しいです。

【健康保険・厚生年金保険】
出向先、出向元でそれぞれ社会保険の加入要件を

満たす場合には、被保険者が主たる事業所を選択し、
保険料は出向先、出向元が支払った賃金額の合計を
基準に算出し、それぞれの賃金負担額に応じて按分
された保険料を双方納付することになります。
なお、一方の事業所のみで社会保険の加入要件を

満たす場合には、当該事業所が負担した賃金額に基
づき保険料が算定され、当該事業所が支払います。
詳しくはお近くの年金事務所にご確認ください。

９



出向を行う場合の留意点⑦３
１．税務上の留意点①

出向者に対する給与は、その出向者から労務の提
供を受けた、出向先法人が負担すべきという税務上
の取扱いがあります。

10

○ 出向先と出向元の給与差額を補填する場合

労務提供

労働者

出向元 出向先

給与を支給
（出向元と
出向先の給
与の差額分
のみ）

この場合、出向元
が負担した給与額
は寄付とはみなさ
れず、出向元には
課税されない。

給与を支給
（出向先の分のみ）

労働者

出向元 出向先

○ 出向先が給与を負担しない場合

労務提供給与を支給

労務の提供を受けた出向先が本来負担すべき給与
を出向元が負担しているので、出向元が負担した
給与分の金額が出向先に寄付されたものとみなさ
れ出向元に課税される。
※ 出向先は寄付を受けた金額（収益）と支払わ
れた給与（費用）が同額であるため、基本的に
課税関係は発生しない。

給与と同額の寄付が
なされたとみなされる

※ ただし、例外として、出向先法人が出向先法人との間に完全支
配関係（法人による完全支配関係に限る。）がある出向元法人か
ら受けた寄付金は、その額を出向先法人の収益に算入しません。
（法人税第25条の２）。このため、出向先法人は支払うべき給与
額分が費用としてのみ計上され、課税対象となる所得から減額さ
れます。
一方、寄付金を支払ったと見なされる出向元法人は寄付金を費

用として所得から控除することができず課税されます（法人税法
第37条）。
このように結果的に、グループ全体では課税関係が発生しない

こととなります。

※ 出向元の賃金額＞出向先の賃金額



出向を行う場合の留意点⑧３
２．税務上の留意点②

出向元事業主と出向先事業主が出向労働者の賃金
を折半して負担するような場合は特に注意が必要で
す。
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労働者

出向元 出向先

○ 出向元が支払う給与額＞出向先が負担する金額の場合

労務提供給与を支給
（大）

出向元が負担した給与額と出向先の負担額の差額
分が出向元から出向先に寄付されたものとみなさ
れ出向元に課税される。

給与負担金（小）

出向元の給与支給額と出向先の給
与負担金の差額が出向先へ寄付さ
れたものとみなされる

労働者

出向元 出向先

○ 出向元が支払う給与額＜出向先が負担する金額の場合

労務提供給与を支給
（小）

給与負担金（大）

出向元の給与支給額と出向先の給
与負担金の差額が出向元に寄付し
たものとみなされる

出向元が負担した給与額と出向先の負担額の差額
分が出向先から出向元に寄付されたものとみなさ
れ出向先に課税される。

※ ただし、出向元と出向先の給与差額の補填するものである場合
には、この限りではありません。

※ ただし、出向者に特殊能力があり、技術指導料を含めて給与負
担金を支払う場合など合理的な理由がある場合を除きます。

（注意）
課税対象となる否かは、個別に判断されるものであるため、ご不明な点は最

寄りの税務署にお問い合わせください。



出向についてのご相談窓口①４

１．労働移動支援相談窓口

出向に関するご相談は、「労働移動支援相談窓
口」をご利用ください。この窓口は、佐賀県、産業
雇用安定センター佐賀事務所及び佐賀労働局が締結
した「失業なき労働移動のための連携協定」に基づ
き、県内６カ所のハローワークに設けられ、産業雇
用安定センターの職員が巡回して無料で相談に応じ
ています。

ご相談可能な日程については、お近くのハロー
ワークにお問い合わせください。

２．産業雇用安定センター

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を
支援することにより、失業なき労働移動を実現する
ため、昭和62年（1987年）に国と事業主団体が協力
して設立された公益財団法人です。設立以来21万件
以上の出向・移籍の成立実績があります。

新型コロナウイルス感染症の影響等により一時的
に雇用過剰となった企業が雇用を守るために、人手
不足等の企業との間で雇用シェア（在籍型出向制
度）を活用しようとする場合に、双方の企業に対し
て出向のマッチングを無料で行います。

（→お問い合わせ先はＰ21、22をご参照ください）
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出向についてのご相談窓口②４

（→お問い合わせ先はＰ22をご参照ください）

労働移動支援相談窓口（産業雇用安定センター）による支援の流れ

労働移動支援相談窓口における関係機関との連携による支援

産業雇用安定センター
巡回・相談
人材受入情報の提供

助成金相談
人材送出情報の提供

送出ニーズの高い企業

ホテル・旅館業
一般旅客運送業
（観光バスなど）

飲食店
食品製造業 など

陸上貨物運送業
スーパーマーケット・

ホームセンター

IT企業
倉庫業 など

受入ニーズの高い企業労働移動支援
相談窓口

佐賀県内6か所の
ハローワークに開設

マッチング

人材受入ニーズ情報人材送出ニーズ情報

ハローワーク

佐賀県
労働移動支援に関する情報 労働移動支援に関する情報

労働移動支援相談窓口

産業雇用安定セ
ンターの職員が

巡回

出向者へのカウ
ンセリング・ア

ドバイス

● 企業から出向送出の
情報収集

● 担当スタッフの決定

出向元

送
出
企
業
情
報

● 送出企業のニーズを
把握

● 就業規則等の整備の
アドバイス

情報提供・
マッチング

● 受入企業情報の提供
● 企業間の面談の場を
設定

● 必要に応じ職場見学
を設定

受
入
企
業
情
報

● 企業間で労働条件を
話し合う場を設定

● 協定書の締結（アド
バイスの実施）

協
定
締
結
に
関
す

る
ア
ド
バ
イ
ス

● 企業から出向受入れ
の情報収集

● 担当スタッフの決定

出向先

● 受入企業のニーズを
把握

● 送出企業情報の提供
● 企業間の面談の場を
設定

● 必要に応じ職場見学
を依頼

● 企業間で労働条件を
話し合う場を設定

● 協定書の締結（アド
バイスの実施）

受
入
企
業
情
報

送
出
企
業
情
報

協
定
締
結
に
関
す

る
ア
ド
バ
イ
ス

協定の締結

出向成立

入社に向けたサポート
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出向に利用できる支援制度①５
出向先、出向元の双方を助成する産業雇用安定助成
金が新設されました！

14

※ 助成金の相談・申請先はハローワーク又は佐賀労働局です。
（公財）産業雇用安定センター佐賀事務所ではありません。
（→お問い合わせ先はＰ21、22をご参照ください）



出向に利用できる支援制度②５
産業雇用安定助成金（続き）

15

（→お問い合わせ先はＰ22をご参照ください）



出向に利用できる支援制度③５５
独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も
産業雇用安定助成金の助成対象になります

16

0120(603)999



出向に利用できる支援制度④５
従業員を出向させた場合、一定の要件を満たせば
雇用調整助成金が使えます！

（→お問い合わせ先はＰ22をご参照ください）

※ 特例措置として出向期間が、
３か月～１年以内だったところ、

１か月～１年以内になりました。

17



６ その他の支援制度

自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらな
いで、１か月以内に30人以上の離職者が発生する場
合、最後の離職が発生する１か月前までに、その離職
者の数等について、ハローワークに「大量雇用変動の
届出」をしなければなりません。

なお、再就職援助計画を提出した場合は、大量雇用
変動の届出を行ったものとみなされます。

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働
者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託した
り、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓
練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助
成金が支給されます。

労働移動支援助成金

再就職援助計画

１．やむを得ず労働者を解雇する場合、早期再就職
を支援するため、以下の手続きが必要となる場合
があります。

大量雇用変動届

事業規模の縮小等に伴い、１か月以内に30人以上
の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる
場合、最初の離職が発生する１か月前までに「再就
職援助計画」を作成し、ハローワークに提出し、認
定を受けなければなりません。

また、離職者が１か月に30人未満の場合にも、任
意で再就職援助計画を作成することができます。

２．やむを得ず労働者を解雇する場合、早期再就職
を支援する事業主は以下の助成金の活用が可能で
す。

（→お問い合わせ先はＰ22をご参照ください）
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出向の事例①７

19

送出し企業
の業態

送り出しの理由
受入れ企業
の業態

受入れの理由
出向
者数

事
例
１

航空運送業

感染症の影響によりイ
ンバウンドを含む旅客
取扱が大幅に減少して
おり雇用過剰となって
いる。感染症収束後を
見据えて、従業員の雇
用を維持した上で出向
を活用したい。

病院

現在、雇用している従
業員が育児休業を取得
するため、受付・案内
窓口の人員を採用した
いが適格者がいない。
航空業界から受け入れ
られるのであれば、出
向を活用して受け入れ
たい。

2

事
例
２

電子部品・
回路・デバ
イス製造業

感染症の影響により輸
出が減少したため、余
剰人員の雇用を確保す
るため出向させたい。

百貨店・総
合スーパー

食品加工ラインの技術
者として工場製造技術
経験者の出向受入を
行った。出向者の技術
を他の社員への継承を
考えている

1

事
例
３

製鋼・製鋼
圧延業

感染症の影響により輸
出が減少している。こ
れまで、製造技能系社
員をグループ企業内で
応援出向させてきたが、
工場稼働の関係から、
余剰人員を至急出向さ
せた。

パン・菓子
製造業

これまではラインの人
員確保には派遣社員を
使っていたが、生産工
程の熟練者による出向
に切り替えたい。

5

事
例
４

旅館・ホテ
ル業

感染症の影響等により
稼働率が大幅に低下し
た為、4月入社の新入
社員を自宅待機させて
いたが、社員教育の一
環として食品スーパー
への出向を行った。

百貨店・総
合スーパー

新入社員の教育の重要
性を理解し、出向受入
を行った。地域企業間
の相互協力の一環とし
ての意味合いもある。

11



出向の事例②７

20

送出し企業
の業態

送り出しの理由
受入れ企業
の業態

受入れの理由
出向
者数

事
例
５

情報
ビジネス
サービス

感染症の影響は小さい
が、即戦力の人材を出
向させることにより、
将来の取引先拡大を視
野に入れたい。

冷凍食品
加工業

感染症の影響により増
加する冷凍食品の包装
ラインの機械オペレー
ション要員が不足。

1

事
例
６

空港関連

空港関連の業務量が感
染症の影響で極端に低
下した為、社員の出向
を行いたい。

貨物運送取
扱業

フォークリフト有資格
者の受入を考えており、
出向者が有資格者の為、
出向受入を行った。

1

事
例
７

観光バス

インバウンドの外国人
観光客の減少により観
光バス運転手の雇用維
持に苦慮。

トラック
運送

従来からの人手不足に
加えて、感染症により
食料品や衛生資材の輸
送やＤＩＹ関連商品の
出荷が増加し、トラッ
ク運転手や倉庫関連の
人員確保が急務。

8

事
例
８

旅館・
ホテル

観光客の減少により、
接客、調理担当の従業
員の雇用維持に苦慮。

病院

病院内の感染防止のた
め、来院者案内のほか
防護服やフェイスシー
ルドの製作等で人手が
必要。また、調理師資
格がある方は即戦力と
して大いに期待。

17

事
例
９

レストラン

営業自粛により休業し
ているが、自粛解除後
を見据えて調理師を確
保しておきたい。

スーパー
マーケット

バックヤードでの食材
の調理が繁忙を極めて
おり、即戦力の人材確
保が急務。

1



８
１．労働移動支援相談窓口についてのお問い合わせ

○ 公益財団法人産業雇用安定センター 佐賀事務所
住所：佐賀市駅南本町6－4

佐賀中央第一生命ビル10階

電話：0952-22-7163

○ 佐賀県内のハローワーク

ハローワーク佐賀
住所：佐賀市白山2－1－15

電話：0952-24-4361

ハローワーク唐津
住所：唐津市熊原町3193

電話：0955-72-8609

ハローワーク武雄
住所：武雄市武雄町昭和39－3

電話：0954-22-4155

ハローワーク伊万里
住所：伊万里市立花町通谷1542－25
電話：0955-23-2131

ハローワーク鳥栖
住所：鳥栖市東町1－1073

電話：0942-82-3108

ハローワーク鹿島
住所：鹿島市高津原二本松3524－3

電話：0954-62-4168

関係機関一覧①
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２．各種助成金についてのお問い合わせ

〇 産業雇用安定助成金に関するお問い合わせ
・産業雇用安定助成金ホットライン
電話：0952-38-0654

○ 雇用調整助成金（出向）に関するお問い合わせ
・佐賀労働局職業安定部職業対策課雇用開発係
住所：佐賀市駅中央3－3－20

佐賀第２合同庁舎６階
電話：0952-32-7173

３．再就職援助計画及び大量雇用変動届
についてのお問い合わせ

事業所のご住所を管轄するハローワーク
にお問い合わせください（連絡先はＰ21参照）

４．失業なき労働移動支援のための連携協定
についてのお問い合わせ

○ 佐賀県産業労働部産業人材課
住所：佐賀市城内1－1－59 県庁新館9階
電話：0952-25-7100

○ 佐賀労働局職業安定部職業安定課
住所：佐賀市駅中央3－3－20

佐賀第２合同庁舎６階
電話：0952-32-7216

８ 関係機関一覧②
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参考資料（出向協定）①９
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出向協定書（見本）

株式会社〇〇（以下会社という）と〇〇労働組合（以下組合という）は、組合員
の出向に関して、次のとおり協定する。

第１条 会社は、組合員を出向させるときは、次の各項について事前に組合に通知
し、必要に応じ組合と協議する。

２．出向先会社及び出向を必要とする理由
３．出向人員、出向期間及び予定業務
４．出向先会社の労働条件
５．その他必要とする事項

第2条 出向の対象となる組合員の選定にあたっては、会社は本人の意向を尊重す
るものとする。

第3条 出向中の組合員の地位等は次の各項の規定による他、必要な事項は組合と
協議して決定する

２．出向期間中は休職とする。
３．出向者が解雇され、または退職するときは、会社に復職のうえ解雇または退職
とする。

４．出向期間は、勤続年数に加算する。

第4条 出向者の服務及び労働条件ならびに人事上の取扱いについては、原則とし
て出向先会社の定める就業規則その他の諸規定による。ただし解雇、退職及び勤
続20年表彰の取扱いについては、会社就業規則の適用を受けるものとする。

２．前項により難いときは、会社は組合と協議の上その取扱いを定めるものとする。

第5条 前条の規定にかかわらず、出向者が出向先会社から受給する賃金（会社の
基準内賃金相当額）及び一時金の合計が、出向しなかった場合の会社から支払わ
れるべき額を下回るときは、原則としてその差額を補償する。差額補償の取扱い
に関しては別に定めるところとする。

２．前項の比較は、原則として夏・冬の一時金支給の際に行い、差額補償手当は
夏・冬期一時金の際に支給する。

第6条 出向先会社の上積災害補償が会社の上積補償基準を下回るときは、その差
額を会社で補償する。

第7条 会社は、出向者が出向時に有する年次有給休暇の請求権を出向先会社にお
いて行使できるよう措置する。

２．出向者の復職時における残余の年次有給休暇は、復職後に行使することができ
る。



参考資料（出向協定）②９
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第8条 出向者は、厚生会及び共済会の会員資格を継続して有する。ただし出向先
会社に厚生会及び共済会またはこれに類する組織または制度があるときは脱退さ
せ、または会員の権利・義務を一部制限することがある。

２．前項但書により、脱退または権利・義務の一部を制限するときは、会社は組合
と協議する。

第9条 出向者が出向または復職の為住居の移転をするときは、賃金協定に定める
転勤休暇に準じて有給休暇を与え、会社就業規則に定める転勤旅費相当額を支給
するよう措置する。

２．解雇、退職（懲戒解雇、諭旨退職及び自己都合退職を除く）の場合で、帰郷の
ため住居の移転を必要とするときは、それに対する交通費、荷造費、運送費の実
費を支給する。

第10条 出向者は、出向期間中原則として会社の福利厚生関係施設または制度を利
用できる。

第11条 出向者が出向後相当期間経過し復帰を希望したときは、会社は組合と協議
する。

第12条 出向者が復職したときは、原則としてなるべく原職に復帰させるよう努力
し、賃金その他の待遇を決定する。ただし原職に復帰させるように努力し、賃金
その他の待遇を決定する。ただし原職に復帰させることが困難なときその他の業
務上の都合のあるときは会社において決定する。

第13条 前各条以外の事項について問題が生じたときは、会社は組合と協議する。

第14条 本協定の有効期間は、令和〇年〇月〇日より令和〇年〇月〇日までとする。

令和〇年〇日 株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長

〇〇〇〇労働組合
中央執行委員長
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就業規則（見本）

第○章 出向
（出向命令）
第１条 会社は、事業上又は業務上の事由により必要がある場合には、本章に定め
るところに従い、従業員を他社又は団体等（以下「出向先会社」という。）の従
業員又は役員として、当該会社等の業務に従事させるため、出向を命じることが
できる。

２．従業員は、正当な理由なく、命じられた出向を拒むことができない。

（出向先会社）
第２条 会社が出向を命じることができる出向先会社は、原則として会社の子会社、
親会社、関連会社、取引会社、業務提携会社その他関係のある会社等とする。

（出向事由）
第３条 第１条に規定する事業上又は業務上の事由とは、次の各項に定める事由を
いう。

２．出向先会社に対して次の各号の援助等を行う必要があるとき。
一 経営の援助ないし指導の必要のあるとき。
二 技術指導等の必要のあるとき。
三 組織、管理、製造、販売等の強化・拡充・管理等の必要のあるとき。
四 会社間の連絡、調整、連携の強化の必要のあるとき。
五 人事交流又は従業員の活用ないし活性化の必要のあるとき。
六 教育、指導又は受注上の必要のあるとき。
七 その他の上記に準ずる業務上等の必要のあるとき。

３．会社が業務上の部門を分離独立し又は出資等を行い新会社を設立又は合併等を
したとき。

４．会社の他の会社への出資または貸付け等に関し必要のあるとき。
５．設備、システム、機械装置等の販売、設置、提供および工事の施工等に伴うと
き。

６．知識、技術の習得、その他研修の必要のあるとき。
７．試験、研究、開発、建設、その他のプロジェクトの展開等のために必要のある
とき。

８．業務、販路等の拡張、アフターサービス、その他会社進出等について必要のあ
るとき。

９．会社が雇用の調整その他要員調整等の必要のあるとき。
10．中高年齢従業員の再就職等の必要のあるとき。
11．官公庁、業界団体等からの要請又は支援等の必要のあるとき。
12．その他前各項に準ずる業務上の必要があるとき。

（出向手続）
第４条 会社が従業員に出向を命ずる場合の人選、手続き、赴任等は別に定める従
業員の「出向に関する取扱い規程」（以下「従業員出向規程」という）による。
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（出向者の労働条件の基本原則）
第5条 出向を命ぜられた従業員（以下「出向者」という）の労働条件は、原則と
して会社に在勤する場合と同様とする。ただし第３条第8項及び第10項に規定す
る事由に該当する場合にはその都度定めるものとする。

２．出向者の労働条件については、別に定める従業員出向規程に定めるところより
取り扱う。

３．会社は、出向者の労働条件について出向先会社と協議し、必要な措置をとるも
のとする。

（出向者の権利・義務の承継）
第６条 出向者が会社に対して有する権利は、出向によっても失うことはなく、原
則として出向先会社において行使し得るよう措置するようにし、出向者が会社に
復帰した場合においても出向先会社において発生した出向者の権利は、会社にお
いてこれを承継するものとする。ただし、権利の性質がこれに不適当な場合を除
く。

２．出向者が会社に対して負担する義務は、出向によっても消滅することはなく、
出向者は出向先会社においてもこれに服しなければならない。ただし、その性質
が不適当なものは除く。

（出向中の就業規則の適用）
第７条 出向者に対する出向期間中の就業規則の適用は、原則として次の各項のと
おりとする。

２．始業・就業時間、労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働、休暇、交替制、
安全・衛生教育研修、災害補償、表彰（第3号に定めるものを除く）、出張旅費
等現実の勤務関係（労務の提供と指揮命令及び服務関係）、および職場規律・秩
序維持（セクシャル・ハラスメントを含む）の定めに関しては、出向先の就業規
則の定めを適用する。ただし、出向先の事情等により別に定めることがある。

３．出向者の賃金に関しては、原則として会社の就業規則（給与規定）を適用する
が、出向先会社が賃金を支払う場合、出向先会社の就業規則等の適用については、
別に定める従業員出向規程によるものとする。

４．出向者の退職、解雇、懲戒のうち懲戒解雇、諭旨退職および懲戒事由のうち会
社の名誉信用棄損（出向先の名誉信用棄損は出向先規定の適用）に関するもの、
表彰のうち永年勤続発明発見、功労、その他に関するもの、並びに休職のうち期
間満了による退職に関するものおよび定年等従業員としての地位の得喪変更に関
しては、会社の就業規則の定めを適用する。

５．労災上積み補償、通勤災害見舞金、私傷病扶助については、会社の就業規則の
定めを適用する。

６．その他、出向に際しては必要な条件等を明示するものとする。
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（出向先における従事業務、異動等）
第８条 出向者が出向先会社において従事する業務、職務上の地位等は、会社が明
示して通知するものとする。

２．前項により難い場合には、本人の希望、会社において従事する業務及び地位等
を考慮し、出向先会社において明示して通知するものとする。

３．出向期間中は、出向先会社において従事する業務、職務上の地位等は原則とし
て出向先会社の定めによるものとする。

４．出向期間中に出向先会社からさらに他の会社又は団体等に出向する必要がある
場合には、会社と出向先会社を加えた３社間で協議するものとする。

５．出向者は、出向先会社における人事上の希望、苦情等について会社に申し出る
ことができる。
(出向に際しての労働条件の明示）

第9条 会社は、当該出向が労働基準法第15条の新規労働契約に該当する場合には、
在籍出向の場合であっても、出向に際し、出向先にかわって労働基準法第15条
に定める労働条件を明示し、同条第1項による文書交付を行うものとする。

（出向の終了・復帰）
第10条 次の各項に該当する場合には、出向が終了し、出向者は会社に復帰するも
のとする。ただし、同時に退職又は解雇となる場合にはこの限りではない。

２．出向期間を定めた場合において、出向期間が延長されることなく出向が満了し
たとき。

３．出向の目的が達成し、又は出向の目的が消滅ないし目的の達成が不能となった
とき。

４．出向先会社が廃業又は倒産したとき。ただし、廃業等に伴う処理に必要な場合
はこの限りでない。

５．出向先会社において休職となったとき。ただし、出向先会社において組合専従
者または公職就任者となったときを除く。

６．出向先会社において、業務上の傷病により長期間の療養のための休業を要する
場合で出向者が希望したとき。

７．出向先会社の取締役として出向した者が取締役を辞し、または解任されたとき。
８．出向先会社において解雇事由に該当したとき。
９．就業規則（退職・死亡・定年等）に該当したとき。
10．出向先会社が出向の返上を申し出たとき。
11．会社が出向者に復帰を命じたとき。
12．出向先会社に転籍又は再雇用されたとき。
13．その他前各項に準ずる事由のあるとき。
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（復帰時の取扱い）
第11条 前条の規定により会社に復帰し、引続き会社に在勤する場合の所属及び従
事する業務、職務上の地位等の決定については、出向前の所属、従事していた業
務、職務上の地位等は等級、年齢その他を考慮し本人の希望をも勘案し、会社が
決定するものとする。ただし、中高年齢者の場合及び出向前の所属の廃止等事情
が変更した場合にはこの限りでない。

２．出向者が復帰した場合の労働条件の決定については、従業員出向規程の定める
ところによる。

（出向期間中の勤続通算）
第12条 出向者の出向期間は、退職金、勤続給、年次有給休暇、表彰その他就業規
則上の全ての取扱いについては、これを勤続年数に通算する。ただし、別に定め
たものについてはこの限りでない。

（出向者の福利厚生施設・制度の利用）
第13条 出向者は、会社の定める福利厚生施設・制度を法令又は社則に反しない限
り、出向後も引続き利用することができる。

２．前項の利用についての取扱いは、別に定める従業員出向規程の定めるところに
よる。

（出向者の労働社会保険）
第14条 出向者の労働社会保険の取扱いは、別に定める従業員出向規程に定めると
ころによる。

以上
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出向契約書（見本）

○○○○株式会社（以下「甲」という）と ○○○○株式会社（以下「乙」とい
う）は、乙から甲への出向者 ○○ ○○（以下丙という）の取扱いについて、下記
のとおり契約する。

記

（出向者の在籍）
第１条 乙は、丙を乙の在籍のまま甲へ出向させ、甲は出向期間中、丙を社員とし
て処遇する。

（出向期間）
第２条 出向期間は、20XX年X月X日から20XX年X月XX日までとする。ただし変
更のある場合は、どちらか一方から２ヶ月前までに通知するものとし、甲、乙協
議のうえ、変更できるものとする。

（出向時の職務内容・職位・勤務場所）
第３条 出向時の職務内容については以下のとおりとする。
職務内容 ： ○○○○○○○○○○○○○○○○
職 位 ： ○○○○
勤務場所 ： ○○○○○○○○○○○○○○○○

（服務）
第４条 丙は、甲の定める就業規則およびその他諸規則を遵守し、勤務するものと
する。

（勤務状況の報告）
第５条 丙の勤務管理は甲で行い、丙の時間外勤務時間数、休暇取得日数、勤怠そ
の他の勤務状況を乙の求めに応じ随時乙に報告するものとする。

（出向負担金、通勤手当、時間外労働手当等）
第６条 甲は乙に対して年額○,○○○,○○○円（月額 ○○○,○○○円）の出向
負担金を支払うものとする。

２．前項の出向負担金の他、甲は乙に対して、次の各号の手当に相当する額を支払
うものとする。
一 通勤手当

甲の基準による通勤手当を、出向負担金支払い時に合算して乙に支払う。
なお、対象期間は、毎月○日から○日とし、端数の場合は日割り計算（円未

満切捨て）とする。
二 時間外労働手当等

時間外労働手当および休日労働手当については、乙の基準に基づいて算出し、
出向負担金支払い時に合算して乙に支払う

３．甲は甲負担の月額合計額を、○○○までに乙の指定する口座に振り込むものと
し、振込手数料は、甲負担とする。

４．次年度以降の第１項、第２項の負担額については、甲・乙協議のうえ決定する
ものとし、再度 契約書を取り交わすものとする。

（人事考課）
第７条 丙の人事考課については、乙の定めにより第一次考課は甲が実施するもの
とする。
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（出張旅費）
第８条 出張旅費は、甲が甲の規定に基づき丙に支給し、その費用は甲が負担する。
ただし、乙の用務による出張の場合は、乙が乙の基準により丙に支給し、その費
用は乙が負担する。

２．丙の出向時および復帰時の旅費については、乙が乙の基準により丙に支給する
ものとする。

（慶弔見舞金）
第９条 乙が乙の基準により丙に支給し、その費用は乙が負担する。

（社会保険）
第10条 健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険は乙にて加入し、その費用
は乙が負担する。

２．労働者災害補償保険は甲にて加入し、その費用は甲が負担する。

（福祉諸制度）
第11条 融資制度、持株制度などの福祉諸制度については、乙の制度を適用するも
のとする。

（休暇制度）
第12条 有給休暇、慶弔休暇は、乙の基準を適用する。ただし、その行使について
は、甲の承認を得るものとする。

（守秘義務）
第13条 甲・乙ならびに丙は本協定に関連して出向期間中に知り得た業務上、及び
個人に関する情報･事実を一切外部に漏らしてはならない。

２．前項の規定は、本協定が終了した後もなお有効とする。

（損害の賠償）
第14条 丙が前条の機密保持義務に違反した場合その他丙がこの契約に違反しその
他企業秩序違反等により損害を発生させたときは、この契約書に定めるところに
より懲戒処分を受けるほかその賠償の責を負うものとする。

２．その他丙の故意または過失により甲に損害を与えた場合は、乙の責任のある場
合を除き、乙の定めによるものとする。

（その他）
第15条 前条までの規定によっても処理し難い事項は、甲・乙誠意をもって協議決
定するものとする。

以上の各条項を確認するため本契約書を２通作成し、甲乙各々１通を保有する。

○○○○年 ○月 ○日
（甲） 佐賀県○○市○○○町○番○号

○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○

（乙） 佐賀県○○市○○○町○番○号
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○
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１．労働条件明示（書面の交付で明示）

①労働契約の期間に関する事項 □

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 □

（期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満

了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に

限る）

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 □

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩

時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる

場合における就業時転換に関する事項 □

⑤賃金（退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く）の

決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払いの時期並び

に昇給に関する事項 □

（昇給に関する事項については書面の交付以外でも可）

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）

２．以下の⑦～⑭は、使用者がこれらの定めをした場合に限られ、

書面の交付以外でも差し支えない。

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、

計算・支払いの方法及び支払い時期 □

⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額 □

⑨労働者に負担させる食費、作業用品など □

⑩安全・衛生 □

⑪職業訓練 □

⑫災害補償・業務外の傷病扶助 □

⑬表彰・制裁 □

⑭休職に関する各事項 □
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雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン
受付システムにアクセス

URL https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

■各助成金の支給要件などは以下のURLをご確認ください。
雇用調整助金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

産業雇用安定助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

■その他ご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
０１２０－６０３－９９９受付時間9：00～21：00 土日・祝日含む

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

